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日 程： 2008年11月20日（木）～21日（金）

会 場： ハウステンボス ホテルヨーロッパ レンブラントホール（長崎県佐世保市）

参加費： 無料（交通・宿泊については各自負担をお願いいたします）

主 催： あらた監査法人
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
ＰｗＣアドバイザリー株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

後 援： 独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州支部

ファミリービジネス学会

ファミリービジネス研究所

開催概要



拝啓 秋冷の候 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお
礼申し上げます。

わが国においては、創業者一族が経営に関わるファミリービジネス企業は国内企業総数のうち9割以上を
占め、各地域経済においてその中核的役割を担っています。日本における業暦100年以上のファミリービ
ジネス企業数は数万社を数え、欧州（6,000社）、米国（800社）を大きく上回っており、その意味で日本はグ
ローバルにみても「ファミリービジネス大国」と位置づけられています。また、ファミリービジネス企業におけ
る長期的な視点に立った投資行動や後継経営者による新規事業分野の開拓（いわゆる第二創業）が、日
本経済の成長力、イノベーション力を高める上で果たしている役割についても再評価する必要があるでしょ
う。

こうした問題意識の下、私共コンファレンス主催4社は、昨年10月沖縄万国津梁館において開催された
「2007ファミリービジネスコンファレンス」を契機に、ファミリービジネスの経営人財育成、経営実務サポート
等を実施する常設の非営利組織、「ファミリービジネス研究所」の設立を主導するなどファミリービジネスの
発展に向けた枠組み作りに努めてまいりました。「ファミリービジネス研究所」は、東京本部に加えて福岡、
神戸等の地方支部を立ち上げ、今後地域に密着したファミリービジネスに対し様々なサポートを行っていく
予定です。

このような経緯を踏まえ、私共は、今年度も「2008ファミリービジネスコンファレンス」を九州長崎にて開催
することとしました。今回のコンファレンスにおいては、以上のようなファミリービジネス研究・経営支援分野
での蓄積も踏まえ、ファミリービジネス企業経営者の皆様にとってより一層有意義なプログラムが提供でき
るよう工夫してまいります。具体的には、コンファレンス第１日目においては、ファミリービジネス企業が直
面する様々な課題、すなわち事業承継に関わる自社株対策・人財育成やイノベーション、経営パフォーマ
ンス改善、ガバナンス、資産形成、社会的貢献活動等について、内外の専門家やファミリービジネス企業
経営者から興味深くかつ実践に役立つお話を伺います。コンファレンス第２日目は、ファミリービジネス経
営者同士の議論を促進するため、15名程度の経営者グループによるディスカッションを実施したうえで、各
グループごとの議論の成果を全体会議で発表、討議するという進行方式を採用いたします。また、コンファ
レンスにおいては、ファミリーの意義を歴史的視点から考えるお話を伺ったり、エンターテイメントを通じて
経営者の皆様同士が交流できる機会などをできるだけ多く設けたいと考えております。

11月の長崎ハウステンボスは、取り囲む山々の木々が紅葉し、ヨーロッパ風の街並みが一層落ち着いた
雰囲気を醸し出す季節です。日々のお仕事で大変お忙しいとは存じますが、年に一度の本格的なファミ
リービジネスコンファレンスに是非ご参集頂き、交流の輪を広げていただければ幸いです。多くの皆様に長
崎でお目にかかれるのを主催社一同楽しみにしております。

敬具

2008年10月

あらた監査法人

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

PwCアドバイザリー株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

ご挨拶

1



09：00-09：05 開会主催者挨拶 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務取締役 金上孝

09：05-09：10 PwCアドバイザリー株式会社 パートナー 大澤真

09：10-09：15 来賓者挨拶 独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州支部 支部長 筒井司

09：15-10：15 講演及びコメント 『ファミリービジネス経営の今日的課題』

講演者： 株式会社ウインローダー代表取締役専務 高嶋民仁

コメンテーター： 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 青井倫一

10：15-10：30 休憩

10：30-11：00 基調講演 『北米のファミリービジネスオフィスの役割』

講演者：Janspec Holdings Limited取締役会長 Amanda Girling

11：00-11：30 休憩

11：30-13：30 ランチ ランチ会場 / レンブラントホール

13：30-14：30 基調講演 『成功する事業承継－北米の事例から－』
講演者：The McGowan Group inc. 代表取締役 Luanna McGowan

14：30-14：45 休憩

14：45-15：15 基調講演 『葬儀革命：長崎ファミリービジネスの視点から』
講演者： メモリードグループ代表 吉田茂視

15：15-16：15 講演及びコメント 『大津屋の430年の歩み』
講演者： 株式会社大津屋代表取締役社長 小川明彦
コメンテーター： 静岡県立大学経営情報学部教授 奥村昭博

16：15-17：15 講演及びコメント 『ファミリービジネスにおける人材育成 – 京都花街の事例』
講演者： 京都女子大学現代社会学部現代社会学科准教授 西尾久美子
コメンテーター： 神戸大学大学院経営学研究科教授 加護野忠男

17：15-18：00 休憩

18：00-20：00 ディナー ディナー会場 / レンブラントホール
20：20-22：00 カクテルクルーズ パーティークルーザー / デ・ハール

花火鑑賞

プログラム（予定）

11月20日（木） （敬称略）
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プログラム（予定）

09：00-09：10 ワークショップ 討議テーマ
イントロダクション 『Ⅰ.事業承継 事業承継を行う上での3つのポイント』

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

パートナー 小林和也

プライスウォーターハウスクーパースHRS 株式会社
マネージャー 石橋誉

09：10-09：20 『Ⅱ.事業承継 ＦＢにおける自社株のあり方』

三菱ＵＦＪ信託銀行 プライベートバンキング営業部

オーナーコンサルティング室 室長 平田統久

09：20-09：30 『Ⅲ.自社株政策 敵対的企業買収の最近の動向』

三菱UFJ信託銀行 証券代行部 株主戦略支援室

グループマネージャー 田中邦晴

09：30-09：40 『Ⅳ.業績改善 ファミリービジネス企業の経営変革』

ＰｗＣアドバイザリー株式会社 マネージングディレクター 芳野剛史

09：40-09:50 『Ⅴ.経営計画 事業の推進・成長に向けて』

あらた監査法人 マネージャー 志村博

09：50-10：00 休憩

10：00-12：30 グループ討議 討議テーマより3つを選択

12：30-13：00 休憩

13：00-14：15 ランチ ランチ会場 / トロティネ

14：15-15：00 教養講座 『歴史にみるファミリービジネスの存続戦略』
千葉大学文学部准教授 米村千代

15：00-15：15 休憩

15：15-16：15 ワークショップ報告 各グループのファミリービジネス経営者代表より発表

16：15‐16：45 全体討議 司会・コメンテーター：
甲南大学経営学部教授 倉科敏材

立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科客員教授 小西龍治

16：45-17：00 閉会主催者挨拶 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

パートナー 發知 敏雄

18：30-21：00 ディナー ディナー会場 / レンブラントホール
エンターテイメント

11月21日（金）
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（敬称略）

10:00-10:20 自己紹介、テーマ選定
10:20-11:00 テーマ1 / 11:05-11:45 テーマ2 / 11:50-12:30 テーマ3

各6テーブルから10分間報告



登壇者のご紹介

（登壇順／敬称略）

（Tamihito Takashima）

株式会社ウインローダー代表取締役専務。
1996年、慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、株式会社東海銀行入行、
赤坂支店、新宿新都心支店を経て退職。1999年、株式会社ウィンローダー入社。
2000年、有限会社リサイクルリンク設立。2002年、慶應義塾大学経営管理研究科
修士課程修了。

高嶋 民仁

（Michikazu Aoi）

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授。ファミリービジネス研究所理事。
東京大学工学部卒業後、同大学修士課程・博士課程、ハーバード大学ビジネス
スクール博士課程を経て、1990年より現職。 意思決定、マネジリアル・エコノミクス
などを主な研究テーマとする。主な著作は、『行動する知性：日本社会における経営
資源の戦略的再結合』（ 慶應経営論集 第25巻第1号 慶應義塾経営管理学会、
2008年）、『企業のリスクマネジメント』 編著（慶應義塾大学出版会、2005年）、
『リーダー企業の興亡』 共著（ダイヤモンド社、 1989年）、『交渉理論』（慶應経営論集
第8巻第2号、1989年）など。

青井 倫一

（Amanda Girling）

Janspec Holdings Limited 取締役会長。
ファミリー協議会等、ファミリービジネス企業の組織体制の整備を推進している。
前職では、カナダのブリティッシュコロンビア州にある通信制大学および公共テレビ
放送局を保有するオープン・ラーニング・エージェンシーの人事部ディレクターとして
従事していた。また、アーンスト・アンド・ヤングのコンサルティング部門のシニア
マネージャーや大手輸送会社の人事部長も務めた。
現在は、役員会や諮問委員会において、 Janspec Holding社の経営に携わって
いる。趣味は、クロスボーダーに関する案件への従事、海外旅行等。

アマンダ・ガーリング

（Luanna McGowan）

The McGowan Group inc. 代表取締役。
プライスウォーターハウスクーパースの元ナショナルパートナー。同社のCentre for 
Entrepreneurs and Family Businessの創設者。起業家やファミリービジネスの事業
承継計画の策定やコミュニケーション、ガバナンスを専門領域とする。過去20年以上
にわたりファミリービジネスのコンサルタント、講師、弁護士として活躍している。
Family Firm Institute （FFI）の役員、Canadian Association of Family Enterprise 
（CAFE）の準会員、the Society of Trust and Estate Planners （STEP）の正会員。
起業家やファミリービジネス向けの講演を定期的に開催すると共に著書も発表。
主な著作は、『Succession Planning Toolkit for Business Owners』。

ルアンナ・マクゴーワン
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登壇者のご紹介

（登壇順／敬称略）

（Shigemi Yoshida）

メモリードグループ 代表。
福岡大学経済学部卒業後、1969年に長崎冠婚葬祭互助センター（1981年に
メモリードに社名変更）を設立。社団法人全日本冠婚葬祭互助協会会長などを歴任
する。九州と関東を拠点にホテル、結婚式場、葬祭ホール等、全国に100カ所以上
の施設を展開し、グループ年商450億円。2006年には、葬儀費用を主要な目的に
した少額短期保険を扱うメモリード・ライフを設立。主な著作は『葬儀革命－メモリー
ドグループの新たな挑戦－』 （ＩＮ通信社、2005年）。

吉田 茂視

（Akihiko Ogawa）

株式会社大津屋 代表取締役社長。
慶應義塾大学商学部卒業後、家業の酒販店大津屋に入社。1981年、福井県で
初めてのコンビニエンスストア「オレンジBOX」を独力で開店。その後、弁当惣菜店
や酒の肴のギフトショップなど地域密着の事業展開を図る。また、2006年より福井
大学工学部大学院の非常勤講師も勤める。

小川 明彦

（Akihiro Okumura）

静岡県立大学経営情報学部教授。ファミリービジネス研究所所長。
慶應義塾大学商学部卒業後、同大学博士課程、ノースウェスタン大学経営管理
大学院修士課程を経て、1963年より慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授。
2008年10月より現職。ファミリービジネス、経営戦略、企業革新、アントルプレナー
（起業家）を研究テーマとする。主な著作は、『新版・経営戦略論』共著（有斐閣、
1996年）、『企業イノベーションへの挑戦』（日本経済新聞社、1986年）など。

奥村 昭博

（Kumiko Nishio）

京都女子大学現代社会学部現代社会学科准教授。
京都市生まれ、実家は数代続く米穀商。京都府立大学女子短期大学卒業後、
大阪ガス株式会社勤務、滋賀大学経済学部を経て、2006年神戸大学大学院
経営学研究科博士課程修了、博士（経営学)の学位取得。 同大学院経営学研究科
助手、COE研究員を経て、2008年4月より現職。専門分野は、経営組織論及び
キャリア論。 『一橋ビジネスレビュー』、『リクルートWorks』、『ビジネス・インサイト』、
『日本労働研究雑誌』などに執筆。主な著書は『京都花街の経営学』
（東洋経済新報社、2007年）。

西尾 久美子
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登壇者のご紹介

（登壇順／敬称略）

（Tadao Kagono）

神戸大学大学院経営学研究科教授、甲南大学特別客員教授、
ファミリービジネス学会理事（学会設立発起人代表）。
神戸大学経営学部卒業後、同大学修士課程、博士課程を経て1988年に同学部教授。
1999年より現職。日本の会社制度、経営戦略、経営組織、事業システムに関する
総合的研究を行う。主な著作は、『経営学入門』（中央経済社、1997年）、
『日本型経営の復権』（PHP研究所、1997年）、『競争優位のシステム』（PHP研究所、
1998年）など。

加護野 忠男

（Chiyo Yonemura）

千葉大学文学部准教授。
国際基督教大学教養学部卒業後、東京大学大学院社会学研究科修士課程、
同大学博士課程を経て、1998年に博士（社会学）の学位取得。1996年より
千葉大学文学部専任講師。2000年より現職。専門分野は、歴史社会学及び家族
社会学。近代日本の家業経営と「家」意識の研究を主なテーマとする。主な著作
は、『「家」の存続戦略 歴史社会学的考察』（勁草書房、1999年）、
「経営体としての家族」（『岩波講座 現代社会学19＜家族＞の社会学』岩波書店、
1996年 所収）など。

米村 千代

（Toshiki Kurashina）

甲南大学経営学部教授、早稲田大学日本橋校ファミリービジネス研究講座講師、
ファミリービジネス学会長（学会設立発起人代表）。
ワシントン大学留学、慶應義塾大学卒業。1967年より株式会社東芝国際協力部に
所属。1976 年より三菱総合研究所において初代経営コンサルティング部長に
就任、1993年に富士総合研究所（現みずほ総合研究所）に入社。上席理事に就任。
2004年より甲南大学、2005年より早稲田大学にて現職。専門分野はベンチャー企業
論、ファミリービジネス論等。厚生労働省、運輸省、日本経済調査協議会等、数多くの
委員に歴任。所属学会・団体として、国際ビジネス研究学会等多数。主な著作は、
『ファミリー企業の経営学』（東洋経済新報社、2003年）、『家族企業』（上海財経大学
出版社、2007年）、『オーナー企業の経営』（中央経済社、2008年）など。

倉科 敏材

（Ryuji Konishi）

立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科客員教授、ファミリービジネス
研究所代表理事。中外製薬株式会社顧問、フューチャーアーキテクト株式会社
顧問、福岡地所株式会社顧問、特定非営利法人「ISL」理事、大学基準協会経営
専門職大学院評価委員会委員、他。
東大法学部卒業後、1967年に日本長期信用銀行入行。1996年に常務取締役に
就任。1998年より早稲田大学大学院アジア太平洋研究科講師を務める。2000年
よりグラクソスミスクライン株式会社にて管理本部長、同経営企画本部長等就任。
その他、沖縄県金融特区アドヴァイザリーボード委員･研究会座長等に歴任。主な
訳書、著書として、『二十一世紀世紀の金融業』訳書（東洋経済、1998年）、『Netの
真価』（東洋経済、2000年）、『邦銀―勝者の選択』共著（きんざい、2000年）など。

小西 龍治

6


